
新型コロナウイルス感染防止およびワクチン接種について新型コロナウイルス感染防止およびワクチン接種について

感染防止対策の徹底について
みんなで頑張ろう！

感染防止対策！

市民の皆さまへ市民の皆さまへ 事業者の皆さまへ事業者の皆さまへ

　現在、国内では、感染力が極めて強いデルタ株の感染拡大が一気に広がり

を見せており、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域が

拡大されるなど、大変厳しい状況であります。

　国は、静岡県についても「緊急事態宣言」に準じた措置が可能となる「ま

ん延防止等重点措置」の適用地域としましたが、その後も県内全域において

感染者が増加しているため、８月20日から「緊急事態宣言」の対象地域と

したところです。

　デルタ株は感染力が高く、高齢者以外の世代でも重症化する可能性があり

ますので、今一度、基本的な感染防止対策の徹底などをお願いします。

すべての都道府県と

の不要不急の移動・

往来の自粛

不要不急の外出は自粛

同居の家族以外の方との食

事は「黙って食べる」「会

話は必ずマスクを着用」

３密（密閉・密集・密接）は

１密でも避ける

人と人との距離を従来以上に確保
飲食店での黙食と

会話時のマスクの

着用

親睦会等の飲食機会の回避

全ての外出について、

マスクの着用など「新 

しい生活様式」を徹底

ワクチンを接種し

ても、マスクの着

用を継続

各業種組合のガ

イドライン等に

よる感染防止対

策の徹底

が見込まれる場所

での感染防止対策

の徹底

十分な換気、席の

配置や人数の設定

など感染防止対策

の徹底

休憩室や従業員の共同利用

各種会議の場においても、

Yaizu City Public Relations

1 すべての都道府県との不要不急の移動・往来は自粛してください。

不要不急の外出を自粛してください。

5 飲食店での黙食と会話時のマスクの着用を徹底してください。

親睦会等の飲食機会を回避してください。

2 ３つの密（「密閉」「密集」「密接」）の条件が揃う場面を避けるのはもとより、変異株の強い感染力を踏まえ、たとえ「１

つの密」であっても回避してください。

人と人との距離を従来以上に離すことに心がけるとともに、屋外であっても密にならないように配慮してください。

6 ワクチン接種しても感染のリスクがあることから、マスクの着用を継続してください。

3 全ての外出について、マスクの着用など「新しい生活様式」を徹底し、自分や相手が感染しているかもしれないという

意識を持って、注意して行動してください。

4 同居の家族以外の方と食事をする際には、「食事は黙って食べ」、「会話をする時にはマスクを着用」してください。
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市民の皆さま、以下の対策に取り組んでください。

号外

移動控え 手洗い

換気

マスク着用密接回避

密閉回避

密集回避

密集回避密接回避 密閉回避

マスク着用マスク着用



区分 接種場所 月 火 水 木 金 土 日 開設時間

個別
接種

かかりつけ医など 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 各医院に確認をお願いします

集団

接種

大井川保健センター
（宗高1550）

〇 　 　 　 　 8:30～11:30、13:30～16:30

〇 14:00～17:00

文化会館（三ケ名900）　 　 〇 〇 　 　 　 14:00～17:00

しずおか焼津信用金庫
焼津本部

（五ケ堀之内987）
〇 〇

9:00～12:00、13:00～16:00
※ 総合体育館での接種日となる８月の４回

の土日、９月の４回の土日については実
施しませんので、ご注意ください。

総合体育館

（保福島1050）

①１回目の接種８月21日㈯、２回目の接種９月11日㈯
②１回目の接種８月22日㈰、２回目の接種９月12日㈰
③１回目の接種８月28日㈯、２回目の接種９月18日㈯
④１回目の接種８月29日㈰、２回目の接種９月19日㈰

（開設時間）　①、②、④は9:00～12:00、13:00～16:00
③は14:00～17:00（午後のみとなります）

年齢 ９月 10月 11月

40歳～ 50歳未満

30歳～ 40歳未満

30歳未満

年　　齢 人　　数 接種券発送日 接種状況

85歳～  7,622人 ４月30日発送

接種中

75歳～85歳未満 15,028人 ５月27日発送

65歳～75歳未満 20,177人 ６月16日発送

基礎疾患のある人 2,362人
７月19日発送

60歳～65歳未満 8,466人

50歳～60歳未満 18,821人 ８月３日以降順次発送

計 72,476人

接種人数 接種率

１回目 35,524人 82.9％

２回目 32,990人 77.0％

◦対　象　者　 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のい

ずれかを所持している人

◦助　成　額　自宅から接種会場までの往復のタクシー代全額

◦利用方法　 地域福祉課（市役所アトレ庁舎１階）または大井川市民サー

ビスセンター（市役所大井川庁舎１階）の窓口にて 

申請してください

 電話による申請も可能です。その際にはお手元

に障害者手帳と接種券をご用意ください

◦持　ち　物　所持している手帳・ワクチン接種券

◦問 合 先　地域福祉課　TEL 626-1127

2. 障害者手帳等をお持ちの人は

接種会場まで無料タクシーの利用ができます。

接種会場までの移動の支援について接種会場までの移動の支援について

【専用ダイヤル】

 新型コロナワクチン接種

 タクシー予約センター 受付時間：午前９時～午後５時 毎日（土日・祝日を含む）

０５４－６２０－２２８１

ワクチン接種・無料タクシーの配車の予約・お問合せ・キャンセルは

1. 高齢者（65歳以上）は接種会場まで

無料タクシーの利用ができます。
◦対　象　者　昭和32年４月１日までに生まれた方

◦助　成　額　自宅から市内接種会場までの往復のタクシー代全額

◦利用方法　 タクシー予約センターへ電話して予約してください

 ワクチン接種予約時に配車予約をしてください

　　　　　　※ 予約には、接種券に記載されている「接種券番号」が必要です。

　本市では、医師会や市立総合病院など市内76医療機関の協力のも

の「かかりつけ医」を中心とした予約、問診、接種に加え、薬剤師会

会員60薬局による予約相談、予約代行などを行うことで、身近な場

所で安心して相談・予約・接種できる「安心焼津スタイル」でワクチ

ン接種を進めています。

　本市では、医療機関による「個別接種」、公共施設

などによる「集団接種」を組み合わせて、切れ目なく、

毎日接種を実施することで接種を希望する人のニーズ

に応えた接種体制としています。

ワクチンの数量に見合った人数の人を対象に年齢を区切って順次

接種を実施していきます。

未成年者について優先接種を実施します。

▶接種対象者　42,827人

（１）個別接種　市内45医療機関で実施しています。

（令和３年７月末現在）

（２）集団接種　 公共施設など３会場で実施してい

ます。平日のワクチン接種が難し

い人が速やかに接種できるよう土

日の集団接種として８月と９月に

総合体育館での集団接種を追加し

て実施します。

医師会や市立総合病院など医療機関の協力のもと、「かかりつけ医」を中心とした身近な場所で安心して予約・問診・接種を行う体

制でワクチン接種を進めています。医療機関による個別接種８割、公共施設等による集団接種２割の体制を構築したことで接種予約

時の混乱もなく、順調に接種が進んでいます。

（１）「かかりつけ医」による個別接種

本市では、２回分の接種に必要なワクチンを確保した上で、その数量に見合った人数の人を対象に年齢を区切って順次接種券を発送

していることから、接種券が届いた人は確実にワクチン接種が出来る体制となっているので、安心して予約してください。

（２）ワクチンの確保した上での接種券の発送

平日のワクチン接種が難しい人が速やかに接種できるよう、土日の集団接種を拡充しています。

（３）集団接種の拡充

「安心焼津スタイル」によるワクチン接種「安心焼津スタイル」によるワクチン接種

高齢者の接種状況について高齢者の接種状況について 接種券の発送状況について接種券の発送状況について

接種体制について接種体制について

今後の接種スケジュールについて今後の接種スケジュールについて（予定）（予定）

※ ８月15日時点での数字です

※２回分の接種に必要なワクチンを確保した上で、年齢順に発送しています。

新型コロナウイルスワクチン接種について新型コロナウイルスワクチン接種について

 安心焼津スタイル！

安心して予約・

接種してください！
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※ ワクチンの供給状況によってスケジュールが変更となる場合があります。



予約してください

予約日に医療機関、集団接種会場で接種してください

2

3

◦接種券を用意してください（予約には「接種券番号」と「生年月日」が必要です）。

◦希望する接種場所と接種日を決めてください。

※２回目の接種は、１回目の接種後に予約手続きをします。

　 ２回目の接種日は、１回目の接種の３週間後の同じ曜日の同じ会場となりますので、あらかじめ予定を空けておいて

ください。

◎市内の最寄りの「かかりつけ薬局」で予約相談（代行など）ができます。

　次ページの「かかりつけ薬局一覧表」でご確認をお願いします。

ワクチンは２回の接種によって、新型コロナ

ウイルス感染症の高い発症予防効果が認めら

れており、重症化を予防する効果も期待され

ています。

ご自分とご自分の家族など大切な人の命を守

るためにも、接種をご検討ください。

①市内の45医療機関で接種が出来ます。

　 「接種の対象者」「予約の方法」は次ページの「医療機関での接種一覧表」でご確認をお願いします。

②かかりつけの医療機関がある場合は直接医療機関でお尋ねください。

③ かかりつけの医療機関が市外の場合は、申請等が必要な場合がありますので、直接医療機関にお問

い合わせください。

①「接種の曜日・時間」は次ページの「集団での接種一覧表」でご確認をお願いします。

② 予約方法

医療機関での接種を希望される場合

集団接種会場での接種を希望される場合

接種予約サイト
https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu

⑴コールセンターへ電話

⑵インターネットで予約

※受付時間は午前９時〜午後５時

※24時間受付します。

０５０-５４９１-１２４９

かかりつけ薬局
一覧表

医療機関での
接種一覧表

受付時間：午前９時～午後10時 毎日（土日･祝日含む）

希望する人は接種券が届いたら予約の準備をしてください1

1 2 3当日の持ち物 注意事項 接種後の流れ

※⑵は郵送された接種券に同封されています。

▶ これから接種を予約される方に ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

【専用ダイヤル】０５０-５４４５-２３６９

⑴接種券
　※ 接種は無料です。接種券を忘れた場

合はワクチン接種できません。
　※ 接種券などは切り離さないでください。

⑵ 予診票（事前に必要事項をご記入の上、
持参してください）

⑶ 本人確認の書類（運転免許証、健康保
険証、マイナンバーカードなど）

⑷お薬手帳（お薬手帳をお持ちの人のみ）

⑴ 肩から上腕を出しやすい服装でお越し

ください。

⑵ 発熱などがあり体調不良の場合は、接

種を控え、コールセンター、医療機関

へ予約のキャンセルの連絡をお願いし

ます。

⑴ 接種後15分～ 30分は経過観察として

接種会場で待機していただきます。

⑵ 接種後、体調に変化があった場合は、

すぐに接種会場の看護師にお知らせく

ださい。

⑶ 帰宅後に体調に変化があった場合は、

かかりつけ医または静岡県新型コロナ

ウイルスワクチン接種副反応相談窓口

にご相談ください。

接種当日の注意事項

【お問合せ先】　焼津市健康づくり課ワクチン接種推進室 TEL627-4119　FAX627-9960

静岡県新型コロナウイルス

ワクチン接種副反応相談窓口

❸ 2021-08-22 広報やいづ



№ 接種会場 開設曜日 開設時間 予約の方法

１
焼津文化会館

（三ケ名1550）
水・木曜日 午後２時～５時

コールセンターに電話する

インターネットから予約する

２

大井川保健
相談センター

（宗高900）
※大井川庁舎の南側

火曜日
午前８時30分～11時30分

午後１時30分～４時30分

土曜日 午後２時～５時

３
しずおか焼津信用金
庫焼津本部

（五ケ堀之内987）
土・日曜日

午前９時～正午

午後１時～４時

４
総合体育館

（シーガルドーム）
（保福島1050）

１回目接種　

８月21日（土）
午前９時～正午

２回目接種

９月11日（土）
午後１時～４時

１回目接種　

８月22日（日）
午前９時～正午

２回目接種

９月12日（日）
午後１時～４時

１回目接種　

８月28日（土）
午後２時～５時

２回目接種

９月18日（土）

１回目接種　

８月29日（日）
午前９時～正午

２回目接種

９月19日（日）
午後１時～４時

* 開局時間・予約相談に対応できる時間は、薬局によって異なります。
* 混雑時は、お待ちいただく事があります。
* この他にも、予約相談できる薬局もあります。最寄りの「かかりつけ薬局」にお尋ねください。

医療機関名(50音順) 所在地 接種の対象者 予約の方法

た

たなか耳鼻科 小柳津600-1
接種を希望する方はどな
たでも

コールセンターに電話する
インターネットから予約する

谷口整形外科医院 小屋敷192
接種を希望する方はどな
たでも

コールセンターに電話する
インターネットから予約する

な

長岡内科 西小川4-12-3 定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-629-3205）

長﨑内科クリニック 祢宜島603-4 定期受診中の方 受診時に申し込む

ながたクリニック 小柳津343-1 定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-631-6015）

中山クリニック 下小田425-1 定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-623-0090）

のがきクリニック 石津505-1 定期受診中の方 受診時に申し込む

は

畠山クリニック 東小川8-6-15 定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-621-5971）

平井医院 上泉590
接種を希望する方は
どなたでも

医療機関に電話する
（054-622-9070）

ふくむらクリニック 大栄町2-10-28 定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-627-1228）

や

焼津駅前整形外科リウ
マチ・リハビリクリニック

中港1-2-28 定期受診中の方 受診時に申し込む

八楠耳鼻咽喉科 八楠4-32-6
接種を希望する方は
どなたでも

医療機関に電話する
（054-629-5566）

山内医院 石津港町35-14 定期受診中の方 受診時に申し込む

山下内科医院 本町2-12-8 定期受診中の方 受診時に申し込む

この他にも、接種できる医療機関もあります。
詳しくは受診時に医療機関にお尋ねください。

医療機関名(50音順) 所在地 接種の対象者 予約の方法

あ

あしだクリニック 与惣次102

定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-623-5656）

定期受診中の方以外で接種
を希望する方はどなたでも

コールセンターに電話する
インターネットから予約する

天野医院 石津7 定期受診中の方 受診時に申し込む

石井ファミリークリ
ニックイオン焼津

祢宜島555
イオン焼津内

接種を希望する方は
どなたでも

医療機関に電話する
（054-625-7722）　
コールセンターに電話する
インターネットから予約する

いたやクリニック 小土270-14
接種を希望する方はどな
たでも

コールセンターに電話する
インターネットから予約する

岩田クリニック 宗高1168-1 定期受診中の方 受診時に申し込む

大井胃腸科外科医院 三右衛門新田646 定期受診中の方 受診時に申し込む

大久保医院 上小杉853-1
定期受診中の方から優
先して接種、その後は希
望する方はどなたでも

受診時に申し込む

岡本石井病院 小川新町5-2-3

定期受診中の方

医療機関に電話する
（054-620-0348）　
受診時に申し込む
コールセンターに電話する
インターネットから予約する

定期受診中の方以外で　
接種を希望する方は
どなたでも

医療機関に電話する
（054-620-0348）　
コールセンターに電話する
インターネットから予約する

か

かわさきクリニック 越後島494-1
接種を希望する方は
どなたでも

医療機関のホームページ
から予約する
受診時に予約する
来院して申し込む

こいど胃腸クリニック 小土1248 定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-621-5100）

小井土クリニック
小児科アレルギー科

焼津4-10-4
来院歴のある方と
その家族

医療機関に電話する
（054-627-0339）　
コールセンターに電話する
インターネットから予約する

こだいらクリニック 小川1036-1 定期受診中の方 受診時に申し込む

小長谷内科
消化器科医院

栄町6-4-30
来院歴のある方と
その家族

医療機関に電話する
（080-8091-4809）

コミュニティー
ホスピタル甲賀病院

大覚寺2-30-1

定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-628-5500）　
受診時に申し込む

定期受診中の方以外で
接種を希望する方は
どなたでも　

コールセンターに電話する
インターネットから予約する
医療機関に電話する
（054-628-5500）

さ

櫻井医院 上新田829-3 定期受診中の方
医療機関に電話する
（054-622-0122）

佐藤医院 田尻1647 定期受診中の方 来院して申し込む

さわい医院 栄町2-9-18
接種を希望する方は
どなたでも

コールセンターに電話する
インターネットから予約する

志太記念脳神経外科 小柳津371-1
接種を希望する方は
どなたでも

コールセンターに電話する
インターネットから予約する

篠原医院 本町5-11-18
接種を希望する方は
どなたでも

医療機関に電話する
（054-628-3070）

た

たきいクリニック 相川1215-2
接種を希望する方は
どなたでも

医療機関に電話する
（054-622-8525）

立花クリニック 五ケ堀之内779
接種を希望する方は
どなたでも

コールセンターに電話する
インターネットから予約する

医療機関での接種　一覧表医療機関での接種　一覧表

予約相談（代行等）ができる予約相談（代行等）ができる「かかりつけ薬局　一覧表」「かかりつけ薬局　一覧表」

※接種が可能な日時は、予約時に医療機関にご確認ください。

※医療機関によって、接種ができる方、予約方法等が異なります。

※予約のお問い合わせにつきましては、診療時間内にお願いします。

※コールセンター　電話番号　０５０－５４９１－１２４９

薬局名（50 音順 ) 所在地 電話

あ

愛清館薬局 三ヶ名1135-3 621-2055

愛清館八楠薬局 八楠 4-32-7 621-1101

アマノ薬局 下小田 662-2 624-4800

アマノ薬局　若竹 下小田125-1 659-3487

エムハート薬局　こがわ店 東小川8-6-3 671-1701

エムハート薬局　たじり店 田尻1596-1 656-2233

か

カトレア薬局 西小川4-8-13 620-8430

クローバー薬局 小川1036-10 625-9000

げんき薬局 小柳津 343-2 620-7237

コスモ薬局
本町 2-12-8　

ヴィラ･マリソール焼津103
621-3771

さ

さかえ薬局 栄町 2-3-19 631-6090

さくら薬局　焼津小柳津店 小柳津 599-5 620-7500

さくら薬局　焼津西小川店
西小川１－１１－３

エフ･レイヤビル1F
620-8844

シーガル薬局 保福島1072-5 620-3377

スギ薬局　大覚寺店 大覚寺2-25-7 621-0035

すばる薬局 焼津 6-7-38 627-2831

た

大覚寺薬局 大覚寺2-5-15 629-3789

東京薬局 栄町 3-7-9 628-2370

トヨダ薬局 小土1007-1 627-5398

な
中里薬局 中里70-1 626-4700

中里薬局㈲さくら店 中里143-4 626-5443

薬局名（50 音順 ) 所在地 電話

な
西島薬局 駅北 2-6-11 628-7061

仁科薬局大井川店 上泉594-2 662-0862

は

ハロー薬局 栄町6-3-13 621-4646

ファミリー薬局 五ヶ堀之内778-1 621-7200

ふくち薬局 焼津1-3-21 629-3114

フラワー薬局豊田店 五ヶ堀之内143-4 639-6277

フラワー薬局大富店 三右衛門新田 647-1 656-2030

フラワー薬局田尻店 田尻1645 656-3755

プリンス薬局
西小川2-8-4

スズセイビル101号
626-8066

フレンド薬局 中新田 83-1 624-9390

ま

マイ薬局 上小杉1071 662-1677

マリン薬局 栄町 2-8-5 621-1008

メロン薬局 大栄町1-4-18 629-8862

や

焼津センター薬局 焼津1-5-15 626-8892

焼津のぞみ薬局 関方 28-7 621-5995

ヤブザキ薬局 大村新田128-1 628-8503

ユーカリ薬局 大村 2-10-11 626-5000

ゆりかもめ薬局 祢宜島 601-1 656-2551

よつば薬局 石津1274-2 625-0005

わ わかくさ薬局大富店 中新田520-1 623-3939

集団での接種　一覧表

下記の会場は、どなたでも接種できます。
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